
第５６回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会 21500211

主催　全国高等学校定時制通信制教育振興会　日本陸上競技連盟　全国高等学校体育連盟　東京都教育委員会
2021年8月22日(日)～24日(火)      決勝一覧表

駒沢オリンピック公園陸上競技場 132090
種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 8/23 先﨑　　遥   (2) 11.12/-1.5
福島・昌平通

若竹　　瞬   (1) 11.26/-1.5
静岡・静岡中央

千葉　洸太   (2) 11.51/-1.5
新潟・新潟翠江

伊藤　大貴   (3) 11.52/-1.5
千葉・松戸南

判家　悠也   (2) 11.61/-1.5
愛知・市豊橋

三上　拓人   (3) 11.63/-1.5
東京・ＮＨＫ学園

清瀬　大暉   (2) 11.68/-1.5
兵庫・相生学院

梶間　達也   (2) 11.84/-1.5
兵庫・飾磨工

２００ｍ 8/24 判家　悠也   (2) 22.88/-1.0
愛知・市豊橋

ﾀﾑﾗ　ｶｴﾀﾉ    (2) 23.12/-1.0
岐阜・啓晴

松井　駿弥   (3) 23.13/-1.0
静岡・精華清水

千葉　洸太   (2) 23.23/-1.0
新潟・新潟翠江

清瀬　大暉   (2) 23.25/-1.0
兵庫・相生学院

伊藤　大貴   (3) 23.63/-1.0
千葉・松戸南

高良　　凱   (3) 23.71/-1.0
神奈川・市立川崎

紙﨑　陽斗   (3) 23.89/-1.0
埼玉・狭山緑陽

４００ｍ 8/22 先﨑　　遥   (2) 49.57
福島・昌平通

岡田　遥人   (3) 50.21
長野・松本国際

三輪　和信   (1) 51.97
静岡・鹿島浜松

境　謙太郎   (3) 53.46
東京・大智学園

日髙　優稀也 (2) 54.03
兵庫・飾磨工

西澤　　渉   (2) 54.78
兵庫・飾磨工

山本　楓斗   (2) 55.10
兵庫・飾磨工

野澤　貴志   (3) 55.20
愛知・刈谷東昼

８００ｍ 8/24 岡田　遥人   (3)  1:55.22
NGR長野・松本国際

山本　楓斗   (2)  2:04.08
兵庫・飾磨工

三輪　和信   (1)  2:05.20
静岡・鹿島浜松

田村　珀英   (2)  2:05.64
愛知・科技刈谷

呉屋　透矢   (3)  2:07.84
神奈川・県川崎

境　謙太郎   (3)  2:10.84
東京・大智学園

野口　　烈   (3)  2:13.46
福島・郡山萌世

金子　颯真   (3)  2:18.12
愛知・科技刈谷

１５００ｍ 8/22 木村　優仁   (3)  4:17.68
兵庫・神戸工科

田村　珀英   (2)  4:21.68
愛知・科技刈谷

石川　浩也  4:25.95
福岡・ひびき

栗山　雄成   (2)  4:26.80
愛知・ｸﾗｰｸ名古屋

坪本　慎也   (2)  4:31.81
埼玉・日々輝

呉屋　透矢   (3)  4:33.80
神奈川・県川崎

中村　　陸   (4)  4:34.32
東京・世田谷泉

吉田　　樹  4:37.68
千葉・千葉大宮通

５０００ｍ 8/24 菅長　　聖   (3) 16:37.96
兵庫・飾磨工

石川　浩也 17:03.07
福岡・ひびき

中島　　航   (2) 17:12.58
兵庫・飾磨工

渡辺　駿太朗 (3) 17:44.64
埼玉・西武学館

伊藤　拓実   (4) 17:50.91
東京・小金井工

上條　空奈   (3) 18:07.07
東京・大智学園

小林　天人   (2) 18:14.95
静岡・鹿島浜松

吉田　　樹 18:24.73
千葉・千葉大宮通

４００ｍＨ
(0.914m)

8/23 福永　瑠彗   (3)  1:01.10
兵庫・飾磨工

金子　凌空   (1)  1:04.91
愛知・科技刈谷

塩野　竜也   (2)  1:06.34
東京・科技日野

佐野　大和   (4)  1:08.37
宮城・宮城二工

寺岡　　亮   (4)  1:08.40
岡山・井原市立

佐藤　光星   (1)  1:09.95
兵庫・飾磨工

城間　　陸   (4)  1:10.81
沖縄・北部農

日髙　優珠   (1)  1:13.22
兵庫・飾磨工

３０００ｍＳＣ 8/23 菅長　　聖   (3) 10:36.52
兵庫・飾磨工

山田　　駿   (4) 12:04.75
埼玉・春日部

市川　隆悟   (4) 12:05.12
東京・小金井工

小林　功汰   (3) 12:45.16
愛知・科技刈谷

川口　佳雄   (3) 12:45.19
神奈川・向陽台生蘭

福島　功人   (3) 13:23.57
埼玉・ｸﾗｰｸさいたま

田中　風斗   (3) 13:30.66
福岡・浮羽工

二瓶　徳真   (2) 13:31.24
東京・科技日野

４×１００ｍ 8/22 東　京  43.67
柴田　征輝   (1) 世田谷泉
松澤　　龍   (3) ＮＨＫ学園
長内　大義   (3) 稔ヶ丘
三上　拓人   (3) ＮＨＫ学園

兵　庫  44.03
福永　瑠彗   (3) 飾磨工
梶間　達也   (2) 飾磨工
圓尾　啓伍   (3) 飾磨工
出口　颯人   (2) 飾磨工

静　岡  44.68
若竹　　瞬   (1) 静岡中央
大崎　奨真   (1) 静岡中央
山本　雄介   (3) 鹿島浜松
松井　駿弥   (3) 精華清水

千　葉  44.87
後藤　凪登   (2) 松戸南
伊藤　大貴   (3) 松戸南
栗田　仁之介 (2) 松戸南
秋田　優馬   (1) 松戸南

神奈川  44.88
都丸　有吾   (3) 市橘
高良　　凱   (3) 市立川崎
岩崎　伊吹   (2) 小田原
田島　　蓮   (3) 向陽台生蘭

福　岡  46.74
薬師寺　竜成 (3) 神村学園福岡
中村　聖亮   (3) 神村学園福岡
松坂　慎太郎 (3) 神村学園福岡
内藤　和八   (3) 小倉南

埼　玉  47.12
石橋　裕樹   (2) 春日部
紙﨑　陽斗   (3) 狭山緑陽
夏目　靖明   (3) ｸﾗｰｸさいたま
桜庭　翔平   (3) 朝霞

宮　城  47.54
佐久間　大洋 (4) 名取
工藤　凜於   (4) 名取
小國　匠輝   (1) 星槎仙台
内海　柊吾   (3) 仙台大志

４×４００ｍ 8/24 兵　庫   3:30.14
福永　瑠彗   (3) 飾磨工
日髙　優稀也 (2) 飾磨工
永安　昇太郎 (3) 飾磨工
圓尾　啓伍   (3) 飾磨工

東　京   3:32.05
長内　大義   (3) 稔ヶ丘
境　謙太郎   (3) 大智学園
森山　孝行   (3) 浅草
松澤　　龍   (3) ＮＨＫ学園

静　岡   3:33.02
木之下由弥   (1) 鹿島浜松
三輪　和信   (1) 鹿島浜松
大崎　奨真   (1) 静岡中央
松井　駿弥   (3) 精華清水

千　葉   3:33.31
伊藤　大貴   (3) 松戸南
山本　陽輝   (3) 松戸南
秋田　優馬   (1) 松戸南
栗田　仁之介 (2) 松戸南

愛　知   3:39.20
野澤　貴志   (3) 刈谷東昼
金子　颯真   (3) 科技刈谷
今尾　宰人   (2) 科技刈谷
田村　珀英   (2) 科技刈谷

神奈川   3:48.81
森田　琉輝   (3) 日々輝神奈川
呉屋　海音   (3) 県川崎
森田　莞沙   (2) 川崎総合科学
呉屋　透矢   (3) 県川崎

福　岡   3:50.75
薬師寺　竜成 (3) 神村学園福岡
中村　聖亮   (3) 神村学園福岡
藤本　　樹   (1) 小倉南
松坂　慎太郎 (3) 神村学園福岡

京　都   3:50.96
村上　哲也   (4) 伏見工
森本　優也   (1) 清明
神谷　友翔   (1) 清明
谷川　修羅   (4) 伏見工

走高跳 8/22 永安　昇太郎 (3) 1m82
兵庫・飾磨工

松代　浩志   (4) 1m79
静岡・科学技術

後藤　龍矢   (4) 1m70
愛知・岡崎工科

須﨑　優翔   (3) 1m65
東京・ＮＨＫ学園

ﾜﾀﾛ ｿｰﾗｳｲｯﾄ  (2) 1m65
群馬・太田ﾌﾚｯｸｽ

伊藤　政國   (3) 1m65
岐阜・阿木

宮平　琉声   (3) 1m65
沖縄・那覇工

小林　玲央   (3) 1m60
青森・尾上総

走幅跳 8/24 圓尾　啓伍   (3)   6m81/+2.2
兵庫・飾磨工

宮本　和純   (1)   6m73/+2.3
栃木・ｸﾗｰｸ宇都宮

北川　大空   (3)   6m37/+2.3
大阪・飛鳥未来大阪

大川　涼輔   (2)   6m14/+1.3
兵庫・阪神昆陽

須﨑　優翔   (3)   6m11/+0.8
東京・ＮＨＫ学園

工藤　凜於   (4)   6m09/+1.7
宮城・名取

関戸　義弘   (3)   6m02/+1.9
三重・大橋学園

森本　一平   (3)   5m98/+1.3
奈良・天理

三段跳 8/23 岩井　歩夢   (1)  13m19/-0.5
大阪・大阪わかば

小室　雄琉   (2)  13m18/+0.1
静岡・浜松工

圓尾　啓伍   (3)  13m06/-0.1
兵庫・飾磨工

田村　太陽   (3)  12m43/+0.6
岩手・盛岡中央

阿曽　弘泰   (2)  12m22/+1.2
東京・ＮＨＫ学園

内藤　和八   (3)  12m12/+0.9
福岡・小倉南

関戸　義弘   (3)  11m76/-0.8
三重・大橋学園

小松　哲也   (3)  11m47/+1.3
東京・浅草

砲丸投
(6.000kg)

8/23 藤城　希星   (2)  12m00
兵庫・県農

森川　智陽   (2)  11m45
兵庫・飾磨工

本田　和暉   (3)  11m45
熊本・クラーク熊本

橋本　竜也   (2)  10m85
東京・三商

三好　雄太   (3)  10m70
広島・三原

勝又　　葵   (2)  10m50
群馬・前橋工

吉田　将隆   (2)  10m31
愛知・熱田

新城　優希   (4)   9m56
沖縄・泊夜

円盤投
(1.750kg)

8/22 森川　智陽   (2)  31m00
兵庫・飾磨工

ﾜﾀﾛ ｿｰﾗｳｲｯﾄ  (2)  30m61
群馬・太田ﾌﾚｯｸｽ

藤城　希星   (2)  30m57
兵庫・県農

吉田　将隆   (2)  26m89
愛知・熱田

志津　遥哉   (3)  25m44
岐阜・阿木

松本　　聖   (4)  24m98
東京・小金井工

尾﨑　翔吾   (1)  24m63
兵庫・神戸工科

菅沼　　直   (2)  23m74
東京・ＮＨＫ学園

男子

１００ｍ 8/23 矢ヶ崎　来瞳 (3) 12.71/-0.4
NGR山梨・駿台甲府

髙奥　美妃   (3) 12.95/-0.4
北海道・市立札幌大通

笠井　彩愛   (3) 13.41/-0.4
静岡・精華清水

志津　紗弥   (2) 14.00/-0.4
埼玉・日々輝

大江　美来   (3) 14.02/-0.4
東京・ＮＨＫ学園

荒屋　夏実   (2) 14.07/-0.4
千葉・松戸南

酒井　晴香   (4) 14.10/-0.4
奈良・天理

井上　早紀   (1) 14.57/-0.4
神奈川・科技大和

２００ｍ 8/22 矢ヶ崎　来瞳 (3) 26.04/-0.6
NGR山梨・駿台甲府

髙奥　美妃   (3) 27.06/-0.6
北海道・市立札幌大通

泉　　知里   (2) 27.88/-0.6
愛知・科技刈谷

志津　紗弥   (2) 28.33/-0.6
埼玉・日々輝

酒井　晴香   (4) 28.47/-0.6
奈良・天理

藤井　優衣   (3) 29.32/-0.6
富山・小矢部園芸

井上　早紀   (1) 29.67/-0.6
神奈川・科技大和

菊池　美友   (1) 29.93/-0.6
静岡・精華清水

４００ｍ 8/24 泉　　知里   (2)  1:03.43
愛知・科技刈谷

藤井　優衣   (3)  1:08.18
富山・小矢部園芸

菊池　　舞   (3)  1:15.82
兵庫・摩耶兵庫

田口　貴子   (1)  1:17.59
愛知・科技刈谷

山下　華凛   (2)  1:18.06
富山・雄峰昼

加納　　洸   (2)  1:18.42
栃木・ｸﾗｰｸ宇都宮

工藤　詩織   (3)  1:18.72
北海道・星槎国際帯広

芦尾　采夏   (4)  1:20.07
兵庫・錦城

８００ｍ 8/23 橋本　玲菜  2:31.22
福岡・ひびき

山城　　萌   (2)  2:40.95
神奈川・横浜総合

奥松　彩名   (3)  2:42.38
東京・八王子拓真

西村　咲来   (2)  2:42.52
東京・大智学園

石上　愛純   (1)  2:43.09
東京・大智学園

河本　璃心  2:48.05
福岡・ひびき

内田　ことみ (3)  2:48.09
愛知・科技刈谷

内山　もえ   (2)  2:50.77
愛知・科技刈谷

３０００ｍ 8/23 橋本　玲菜 11:33.33
福岡・ひびき

RANA　DEEPA  (4) 12:14.47
東京・一橋

志賀　怜央奈 (4) 12:16.19
神奈川・市立川崎

降旗　夢佳   (2) 12:26.26
長野・松本筑摩

平井　来実   (3) 12:48.75
北海道・星槎国際帯広

福本　優衣   (2) 12:50.78
兵庫・飾磨工

山城　　萌   (2) 12:55.80
神奈川・横浜総合

内田　ことみ (3) 13:12.59
愛知・科技刈谷

１００ｍＨ
(0.838m)

8/22 今泉　花音   (1) 19.41/-3.2
愛知・刈谷東昼

ﾙｰﾃﾞｰｼｪﾙ ｱｲﾗ (3) 20.96/-3.2
愛知・市豊橋

４×１００ｍ 8/24 静　岡  53.55
野中　結月   (2) 浜松大平台
高橋　千夏   (2) 鹿島浜松
菊池　美友   (1) 精華清水
笠井　彩愛   (3) 精華清水

東　京  56.62
山内　彩未   (3) 八王子拓真
大江　美来   (3) ＮＨＫ学園
田中　奈美   (2) 本所工
小関　莉菜   (3) 浅草

愛　知  58.81
今泉　花音   (1) 刈谷東昼
大森　穂佳   (1) ｸﾗｰｸ名古屋
鈴木　萌生   (2) 科技刈谷
泉　　知里   (2) 科技刈谷

奈　良   1:00.06
小田　彩恵   (2) 天理
酒井　晴香   (4) 天理
田靡　真琴   (3) 天理
本田　ゆきの (2) 天理

栃　木   1:01.36
髙橋　花夢   (3) 科技宇都宮
朝日　　凜   (1) 科技宇都宮
小林　愛里   (2) ｸﾗｰｸ宇都宮
鈴木　千夏   (1) 宇都宮

富　山   1:01.54
山下　華凛   (2) 雄峰昼
市川　奈鈴   (2) 雄峰昼
椎名　鈴華   (1) 雄峰昼
村沢　ちひの (2) 雄峰昼

埼　玉   1:04.50
三本杉　風香 (3) ｸﾗｰｸさいたま
楠見　有理   (2) ｸﾗｰｸさいたま
桑谷　日菜   (2) ｸﾗｰｸさいたま
番塲　柚月   (1) ｸﾗｰｸさいたま

 

走高跳 8/23 米山　真央   (3) 1m46
静岡・クラーク浜松

三宅　彩花   (2) 1m43
岡山・玉野備南

野中　結月   (2) 1m37
静岡・浜松大平台

朝日　　凜   (1) 1m34
栃木・科技宇都宮

佐野ﾐﾎｱﾝｼﾞｪﾘﾝ(1) 1m25
静岡・富士

小関　莉菜   (3) 1m20
東京・浅草

長岡　せな   (3) 1m20
愛知・市豊橋

山内　彩未   (3) 1m15
東京・八王子拓真

走幅跳 8/22 笠井　彩愛   (3)   5m07/+3.3
静岡・精華清水

荒屋　夏実   (2)   4m59/+1.8
千葉・松戸南

鈴木　萌生   (2)   4m47/+2.7
愛知・科技刈谷

ﾏﾗﾊﾞﾅﾝ　星羅 (2)   4m15/+0.9
愛知・市豊橋

赤松　真衣   (2)   4m14/+2.8
栃木・科技宇都宮

皆川　詩音   (3)   4m13/+1.4
山形・米沢工

西留　陽子   (1)   4m10/+0.5
兵庫・県農

小澤　桃佳   (4)   4m05/+0.8
山梨・甲府工

砲丸投
(4.000kg)

8/24 野本　若菜   (3)   9m45
京都・京都廣学館

菊池　沙織   (2)   9m44
東京・三商

湯淺　舞衣   (1)   7m84
神奈川・横浜総合

近藤　桃加   (2)   7m67
富山・小矢部園芸

沼口　桜女   (3)   7m30
新潟・新潟翠江

梶原　　杏   (2)   7m21
埼玉・ｸﾗｰｸさいたま

穴田　祐里香 (4)   7m01
石川・小松北

岩城　由侑   (2)   6m99
愛知・城北つばさ夜

円盤投
(1.000kg)

8/23 野本　若菜   (3)  25m44
京都・京都廣学館

菊池　沙織   (2)  22m89
東京・三商

岩城　由侑   (2)  20m93
愛知・城北つばさ夜

大山　未由季 (3)  20m47
岡山・玉野備南

松山　晴香   (3)  18m97
東京・星槎東京

穴田　祐里香 (4)  18m93
石川・小松北

川路　るい   (2)  18m77
大阪・三国丘

長岡　せな   (3)  17m62
愛知・市豊橋

女子

男女総合得点 兵　庫 159点 愛　知 128点 東　京 127点 静　岡 97点 福　岡 44点 神奈川 44点 埼　玉 37点 千　葉 30点

男子総合得点 兵　庫 147点 東　京 72点 愛　知 61点 静　岡 53点 福　岡 23点 埼　玉 22点 福　島 20点 千　葉 20点

女子総合得点 愛　知 67点 東　京 55点 静　岡 44点 神奈川 24点 富　山 22点 福　岡 21点 北海道 20点 山　梨 19点

最優秀選手
男子　　先﨑　　遥　　福島・昌平通
女子　　矢ヶ崎　来瞳　山梨・駿台甲府

優秀選手
男子　　岡田　遥人　　長野・松本国際
女子　　髙奥　美妃　　北海道・市立札幌大通

石澤奨学会理事長賞
男子　　大庭　雄汽　　岐阜・岐阜工
女子　　田渕　凜奈　　香川・高松通

凡例（NGR:大会新記録）


